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特 集   産業界と共に育む！ 
レーザー総研に見る応用研究の最前線

 82	■		総論	
─レーザー総研の概要と研究成果のポイント─

	 		（公財）レーザー技術総合研究所　井澤靖和

 85	■	レーザーを用いたコンクリートの健全性評価
	 		（公財）レーザー技術総合研究所　島田義則

 89	■		レーザーを用いた環境計測の可能性
	 		（公財）レーザー技術総合研究所　染川智弘

 95	■		レーザーを用いた多層・複合材料の加工
	 		（公財）レーザー技術総合研究所　藤田雅之

 101	■		液中レーザーアブレーションによるナノ粒子作製技術
	 		（公財）レーザー技術総合研究所　谷口誠治

 107	■	レーザープラズマシミュレーションの最前線
	 		（公財）レーザー技術総合研究所　砂原　淳

 112	■	光学素子のレーザー損傷しきい値データベース
	 		（公財）レーザー技術総合研究所　本越伸二

開催特別企画

 73	■	光とレーザーの科学技術フェア　出展各社の見どころ
	 		 	赤外線フェア／分光フェア／光学薄膜フェア／紫外線フェア／レーザー科学技術フェア	

オプティクスフェア／レーザー照明・ディスプレイゾーン

Interview

 117	■		レーザーが解き明かす地球太古の姿─地球科学と光学の「熱い」関係
	 		 東京工業大学　太田健二

Photo-Tech News & Report

 124 ■		SRS顕微鏡のイメージング速度を高速化！	
動く微生物の個性を測る手法の開発に成功

 127 ■		ディスコ，SiCウェハーの新加工手法“KABRA”プロセスを開発	
─SiCデバイスの低コスト化に道！

フォトニクス ワールドマーケット＆トレンド

 131 ■		3Dイメージングハードウェア・ソフトウェア市場	
2024年には249億米ドルへ

	 		 ㈱グローバルインフォメーション　常岡理恵

連 載

 140	■	ひかり発見	
	 		第23回　ホログラムⅢ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

 135 ■	Focus
	 		深紫外（波長＜300	nm）LEDの樹脂封止〜水銀フリー時代の幕開け〜
	 		 創光科学㈱1，旭硝子㈱2，名古屋大学3，名城大学4

	 		 平野　光1，長澤陽祐1，一本松正道1，青崎　耕2，天野　浩3，赤﨑　勇3,	4
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【From Editor's】
今月号の特集は，レーザー技術総合研究所が取り組んでいる応用研究
に焦点を当てました。一機関を特集で取り上げるのは，少なくとも私
が編集に携わって初めてのことではないかと思っています。

総論で述べられていますが，レーザー技術総合研究所は1987年に科
学技術庁，文部省，通商産業省の3省庁共管による財団法人として設立。
以来，レーザーに関わる研究・開発で重要な役割を果たしています。

大きな特長としているのが，産業界との連携を密に研究開発を進めて
いる点です。特集名にある“産業界と共に育む”というのも，ここに
あります。

もちろん，産学連携で研究・開発を進めている機関は数多くあります。
光技術・産業発展に向けては産学連携による研究・開発が，ますます
重要になると考えられます。

今年のノーベル生理学・医学賞に東京工業大学栄誉教授の大熊良典氏
が受賞されました。氏は会見の中で，基礎研究の重要性を訴えてられ
いましたが，大いに共感できるものです。本誌のアナザーアングルに
もありますが，基礎と応用の両方の研究を継続して支援する体制が求
められています。

表紙は，東京大学の小関泰之准教授ら研究グループが開発した高速
SRS顕微鏡システムです。これを用いて，ImPACTプログラムの一環と
して取り組んだという研究成果に関する記事をP127に掲載しました。

読者の皆様へ：DM代行サービスについて
弊社では，広告主のご依頼のもと，DM（ダイレクトメール）を用いて広告情報をご購読者の皆様にお届け
するDM代行サービスを行なっております。本サービスは，広告主からお預かりしたDM資材を，弊社管理
のもとで封入，封緘，発送するものですが，弊社では本サービスを個人情報保護の観点に基づいて行なって
おりますので，ご購読者の皆様のお名前やご所属，ご住所等，個人情報が外部に漏れることは一切ありませ
ん。また，DMによる広告情報配布を希望されない場合は，大変お手数ではございますが，個人ID番号（封
筒のラベルの下に明記），氏名，会社名，住所をご明記の上，ファックスにてその旨，弊社販売部までお知
らせ下さい。DM中止手続きを取らせていただきます。

	 129	■	ニュースダイジェスト
	 130	■	光業界トピックス
	 162	■	CALENDAR
	 164	■	EVENT
	 165	■	PRODUCTS	INFORMATION
特別企画

	 154	■	 	大学・研究機関におけるレーザー・光学関連機
器の利用状況と製品導入状況のアンケート調査
結果2016

「光の教科書」出版記念インタビュー

	 158	■	 	チームオプト㈱ースタートから1年ー
コラム

 144	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第107回　東洋の製薬王
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 146	■	ひかりがたり
	 		 第44話　レシートが放つもの
	 		 月谷昌之介

 147	■	アナザーアングル
	 		 vol.35　二刀流
	 		 編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2016年12月号）の特集予定
特 集 「 光×ロボット」

（敬称略）
・	胸部インテリジェント手術支援ロボットと	
内視鏡手術ロボットへの応用

東京大学　佐久間一郎
・	ロボット顕微鏡で明らかにする脳機能の原理

大阪大学　木村幸太郎
・	アイマークカメラを用いた	
遠隔ロボットオペレータの操作技能分析

早稲田大学　亀崎允啓
・	レーザー光で“視る”深海底の姿	
─海中探査機搭載用レーザースキャナーの開発─

海洋研究開発機構　石橋正二郎
・	ドローン搭載可能な超小型中赤外フーリエ分光	
イメージユニット

香川大学　石丸伊知郎
・産業用ロボットの遠隔制御技術

慶應義塾大学　山中直明
・災害対応ロボット─現状と今後

千葉工業大学　吉田智章
・	原子炉格納容器内遠隔調査ロボットの開発	
─これまでと今後─

㈱東芝　浦西敦義

（都合により，タイトルなどに変更のある場合があります。）

■便利で・確実な予約購読システムをぜひご利用下さい。
　年間購読料 1年（12冊） 11,880円 （税・送料込）
　 3年（36冊） 27,000円 （税・送料込）
　単体価格 （1冊） 1,080円 （税込・送料別）
　PDF版 （1冊） 500円 （税込）

今月号の「USA Today」，「若手研究者の挑戦」は著者の都合に
よりお休み致します。
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The Moscone Center 
San Francisco, California, USA 

Conferences & Courses 
28 January–2 February 2017

Photonics West Exhibition
31 January–2 February 2017

BiOS EXPO 
28–29 January 2017

PHOTONICS
WEST

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

BiOS—Biomedical Optics
BRAIN—Neurophotonics
Translational Research
LASE—Lasers and Sources
OPTO—Optoelectronic Devices
3D Printing
Industry Sessions

THE PREMIER EVENT FOR THE PHOTONICS AND LASER INDUSTRIES

Register Today
www.spie.org/2017pw

www.spie.org/2017pw
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Co-sponsored by:          Sponsored by:

OPTIFAB
EXPERIENCE NORTH AMERICA’S PREMIER 
OPTICAL FABRICATION SHOW
CONFERENCES/COURSES/EXHIBITION

Rochester Riverside Convention Center 
Rochester, New York, USA 

Exhibition: 17–19 October 2017 
Conference and Courses: 16–19 October 2017

Call for Papers  
opens January 2017
www.spie.org/2017ofb

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.
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〈資料請求 No.60〉

光学薄膜フェア2016 11月15日（火）～17日（木）　科学技術館（東京・北の丸公園内） Booth No.A-21



〈資料請求 No.61〉



〈資料請求 No.62〉



〈資料請求 No.63〉

レーザー科学技術フェア2016 11月15日（火）～17日（木）　科学技術館（東京・北の丸公園内） Booth No.F-5
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11.15 ̶ 17火 木

科学技術館
10:00～17:002016

（東京 北の丸公園内）

光とレーザーの
科学技術フェア2016

OPTRONICS

株式
会社主催・事務局 〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル1F

TEL 03-3269-3550　FAX 03-5229-7253

̶ 光技術で飛躍する日本へ ̶

赤外線フェア第
6
回

光学薄膜フェア第
3
回

分光フェア第
3
回

紫外線フェア第
3
回

レーザー科学技術フェア第
1
回

オプティクスフェア第
1
回

レーザー照明・ディスプレイゾーン特 設

協賛・協力 日本フォトニクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会／日本赤外線学会
光学薄膜研究会／JPC紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／レーザー輸入振興協会

光とレーザーの科学技術フェアは，赤外線フェアをはじめとする 7 つの展示会で構成された展示会で，“光技
術で飛躍する日本へ”を標榜し，日本の光技術・産業の発展を促進する一助となるべく開催しています。

併催イベントも充実しています。基礎から応用，さらには最新技術も取り上げる展示会連動技術セミナーに加え，
特別セミナーが多数プログラムされています。

光技術の研究，製品開発を進めるうえでは，あらゆる分野とのマッチングが重要とされています。本展示会は
関連する学協会と連携を密にすることで，その実現を強力に後押します。

いよいよ開幕！光とレーザーの科学技術フェア

開催企画 展示会のみどころ

開催にあたって
併設セミナー案内
併催イベント案内
出展社一覧

……………………… P.74
…………………… P.76
…………………… P.77

…………………………… P.80

新設

新設

※都合により「紫外線・X 線フェア」を「紫外線フェア」に名称変更いたしました。また「光センサ・デバイス /IoT フェア」を中止といたしました。



光とレーザーの科学技術フェア

　「光あるところに光学薄膜あり」と言われるほど，様々な光
学部品に使用されている光学薄膜ですが，最近は可視光線領域
だけでなく，「見えない光の分野（紫外線・赤外線）」での光学
部品への需要が高まってきています。特に車載関連の分野での
光センサーに関わる光学薄膜は，高い機能と耐久性・信頼性が
要求されます。この様に付加価値の高い分野が，日本の光学薄
膜産業の進む道の一つと考えられます。
　世界のトップレベルある日本の光産業の中で，光学薄膜もそ
の製造装置・成膜材料から始まり最終製品までの分野で世界の
トップレベルにあります。しかし，今後も世界をリードして行
くには，情報収集と技術の研鑽が必要との観点から光学薄膜研
究会は 2011 年に始まりました。光学薄膜研究会は「日本の光
学分野の活性化を図る」，「光学関係の規格の標準化作業を進め，
日本の国益を守る」と言う目的で年 4 回の研究会と年 1 回の企
業見学会を行うと共に，光学薄膜に関連する ISO・JIS などの
規格化活動などを行っています。（加入企業 130 社：6 月 3 日）。
　今回の「第 3 回光学薄膜フェア 2016」では紫外線領域から赤
外線領域までの広い波長分野での光学薄膜技術，光学薄膜に防
汚や撥水などの機能を付加した機能性光学薄膜技術，光学薄膜
の製造技術，光学薄膜の評価技術など，世界のトップレベルの
光学薄膜技術が展示やセミナーを通して見られることができる
と思います。特にセミナーでは基礎的な内容から実践的な内容
まで受講できるプログラムになっていますので，光学薄膜を製
造する方々だけでなく，使用する方々にも役に立つ内容だと思
います。今回の「光とレーザーの科学技術フェア 2016」が参加
者の皆様と光産業の発展に寄与することを願っております。

開催にあたって

光学薄膜研究会 代表　室谷 裕志
　　（東海大学 工学部 光・画像工学科 主任教授）

　“食”は国のかなめである。人の命をつなぎ，健康を支え，
食文化という言葉が示すように，社会の価値観共有の源泉でも
ある。カロリーレベルで食料の自給もおぼつかない国が，しか
も石油を始めとする 1 次エネルギーの 90％以上を輸入にたよっ
ている国が，自らの未来をどのように構築するかがいま問われ
ている。
　科学・技術・イノベーションの今まさに注力すべき方向の一
つが食であり，農業であり，植物育成による工業原材料の生産
である。この分野は圧倒的に自然の力が強く，これまで自然任
せであったと云っても過言ではない。科学技術的手法での取り
組みの最右翼として物理化学プロセスによる炭水化物の光合成
がある。しかし自然界には炭水化物の生成をベースとしながら，
その生命活動により種々の機能性物質，薬効成分，薬効と裏腹
の猛毒成分，健康・保健成分等々ありとあらゆる物質を生み出
すプロセスが存在する。産業的に我々が活用しているのはその
うち，ほんの僅かな例に過ぎない。自然は大きく，そして深い。
科学・技術の新しい手法を用い，自然に対する畏敬の思いをベー
スとした新しい取り組みが，今始められようとしている。
　南国土佐の高知では，特産のショウガの人体への作用を解明
し，これに基ついて健康食品やサプリメントだけでなく，医療
に用いる成分まで開発しようとしている。天然由来の植物でも，
その機能性成分や薬効成分は，育成条件により大きく変化し，
制御し得る。水，肥料，温度，湿度，気流に加え光制御の効果
は極めて大きい。
　電力から光への変換効率が高く，かつ光としての特性が制御
し得る半導体レーザー（LD）あるいは発光ダイオード（LED）
の進歩，さらにはデイスプレイ・照明等光制御技術の進歩によ
り我々は強力な農業支援用ツールを手に入れた。さらに植物育
成，食料生産のみならず，その生産物の有効利用までを含めた
新産業創成のチャンスが開けてきたのである。大きなビジネス
チャンスの拓けつつある分野である。今回のセミナーにおいて，
新しいチャレンジの芽を発見されんことを期待しております。

植物工場からアグリバイオフォトニクスの世界へ
JPC 関西のチャレンジ
日本フォトニクス協議会（JPC）副理事長 兼 JPC 関西 支部長

　中井 貞雄
（大阪大学 名誉教授）

開催にあたって

　紫外線は，殺菌・浄水，空気浄化，皮膚治療や院内感染防止
などの医療，生化学産業，農作物の病害除去などの農業，3D
プリンターなどによる樹脂硬化・形成，印刷や塗装・コーティ
ング，接着，化学工業，半導体産業，有害物質の分解処理，各
種分析機器など，幅広い分野においてその利用が進んでおりま
す。これまで用いられてきた紫外ランプ光源に加え，最近では，
半導体紫外光源（LED，LD）の開発が進んでおり，今後，小型，
高効率・高出力，高耐久性の優れた特性をもつ半導体紫外光源
の出現により，その応用範囲は飛躍的に広がることが予測され
ております。省エネ照明として大きな市場を開拓してきた青色
LED に続き，AlGaN（窒化アルミニウムガリウム）系深紫外
LED，LD が市場に出回れば，殺菌や UV キュアを中心とした
次世代の幅広いマーケットを開拓する可能性が高いと考えられ
ます。コンパクトで高出力な紫外光源の普及により，細菌感染
の大幅な減少，社会福祉の充実，発展途上国の飲料水の供給な
ど，世界が現在抱えている社会的問題の解決にも大きく寄与し
ます。最近の開発により，水銀紫外ランプの効率を上回る深紫
外 LED の実現も可能になりつつあります。
　JPC 紫外線研究会では，紫外線の各分野への重要な応用技術
に加え，現在非常にホットな話題である深紫外 LED や LD 光
源の技術開発に関して議論することにより，将来の我々生活環
境における紫外線応用の幅広い進出・利用を展望します。

新規紫外線光源開発とその応用の展望

日本フォトニクス協議会（JPC） 理事、JPC 紫外線研究会 委員長
　平山 秀樹

（理化学研究所 光量子工学研究領域テラヘルツ量子素子研究チーム）

　日本分光学会は 1953 年に設立され，以来 63 年にわたり X
線から電波までの分光学を基礎から応用までカバーする学会と
してその歩みを続けてきました。年次講演会では最新の研究成
果が発表され，学会誌「分光研究」には初学者向けの講座が 1
つのテーマで 1 年間連載され好評を得ています。
　当学会は「光とレーザーの科学技術フェア」には 2014 年か
ら参加し，「分光セミナー」を開催してきました。2016 年は「ラ
マン分光の最新手法と実際」と「レーザー誘起ブレークダウン
法（LIBS）の基礎と工業応用展開」の 2 件のセミナーと行い，
関連学教会特別交流シンポジウムでは「赤外自由電子レーザー
の生命科学への応用：蛋白質フォールディング病の治療に向け
た工学的アプローチ」の講演をします。また，日本分光学会の
ブースでは学会の活動や出版物を紹介します。来場して頂いた
皆様が，分光学に関心を持って頂き，さらに広汎におよぶ日本
分光学会の活動を知って頂ける機会となれば幸いです。

分光学の基礎と応用をつなぐ

（公社）日本分光学会 会長　佐々田 博之
　　（慶應義塾大学 理工学部 教授）

　日本光学会は，光学技術者と大学や研究所の光学研究者の交
流，情報交換の場として 1952 年に設立されました。諸般の事
情を鑑み，応用物理学会の傘下からはなれ，昨年より一般社団
法人日本光学会として再出発することとなりました。幸い多く
の会員の支持を得て，学会としての活動を継続し，更なる発展
を目指して奮闘しております。

　日本光学会の主要な柱は産学連携であり，その礎は光学産業
です。日本光学会の将来も，我が国の光学産業の発展に頼むと
ころが大であります。「光とレーザーの科学技術フェア 2016」は，
光学産業界と学会をむすぶ貴重な場であり，日本光学会も，衣
替えした「オプティクスフェア」の企画に積極的に参画して行
きたいと考えています。

光学産業の発展こそが鍵

（一社）日本光学会 会長　黒田 和男
（東京大学 名誉教授、宇都宮大学 特任教授）
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界的にもユニークな学会で，学会誌「レーザー研究」を毎月発
行するほか，「学術講演会年次大会」を国内各地で毎年開催す
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　レーザー製品と関連光学機器展示会「レーザー EXPO」を国
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賞式で 7 社が表彰されました。
　OPIC は今年 5 年目を迎えましたが，OPIC を構成する専門
会議数が 11 に増加し，参加者は初めて 1000 名を超えました。
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発表を OPIE 会場内で実施するなど，研究と産業の交流を積極
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開催にあたって
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展示会来場事前登録受付中 !!

オプトロニクス　科学技術フェア 検 索

http://www.optronics.co.jp/fair/regist_form.php
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割引券は展示会へご来場いただければ受付にてもれなく差し上げます。
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展示会
特別価格で
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開催にあたって
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情を鑑み，応用物理学会の傘下からはなれ，昨年より一般社団
法人日本光学会として再出発することとなりました。幸い多く
の会員の支持を得て，学会としての活動を継続し，更なる発展
を目指して奮闘しております。

　日本光学会の主要な柱は産学連携であり，その礎は光学産業
です。日本光学会の将来も，我が国の光学産業の発展に頼むと
ころが大であります。「光とレーザーの科学技術フェア 2016」は，
光学産業界と学会をむすぶ貴重な場であり，日本光学会も，衣
替えした「オプティクスフェア」の企画に積極的に参画して行
きたいと考えています。

光学産業の発展こそが鍵

（一社）日本光学会 会長　黒田 和男
（東京大学 名誉教授、宇都宮大学 特任教授）

　1800 年の赤外線の発見から，赤外線の科学・技術は，検出
器と赤外分光の研究開発を中心として発展してきました。その
利用が多方面の分野に広がったのは，1950，1960 年代に高性
能の検出器と安定して測定できる分光器が市販されるように
なってからです。遠隔センシングによる放射温度測定，熱源の
監視・追尾，暗視，などのセンシング，分光による物質・材料
の解明，分析，評価，さらに赤外光源による加熱，加工などが
進展しました。
　そして現在，検出器，分光素子，光学素子などの小型化，低
コスト化によって，赤外線の応用と利用の拡大がブレークし，
これまで考えられていなかった分野のセンシングに赤外線を利
用する新しい製品が生み出されています。
　それらの分野で科学的な理解が進むことにより，正確な赤外
線の利用が実現され，さらに大きな発展が可能になります。日
本赤外線学会は，前身である赤外線技術研究会の 20 年間，
1991 年の学会創立から 25 年という長い伝統を持っており，こ
れらの研究の推進と分野を超える知識の共有が，大事な役割で
あると考えています。
　科学技術フェア 2016 の赤外セミナーが，基礎から最先端ま
での赤外線技術について，科学的な考え方と応用の方法を理解
するよい機会になることを期待しています。

　レーザー学会は，「レーザー」に特化した我が国唯一で，世
界的にもユニークな学会で，学会誌「レーザー研究」を毎月発
行するほか，「学術講演会年次大会」を国内各地で毎年開催す
るなど，多面的な活動を実施しています。
　レーザー製品と関連光学機器展示会「レーザー EXPO」を国
際展示会群『OPIE』の一環として毎年春に主催するとともに，
国際会議『OPIC』を同時開催し，我が国の研究を世界に発信
すると共に，光・レーザー分野の動向を定点観測する場として
います。今年の OPIE, OPIC は 5 月第 3 週にパシフィコ横浜で
開催され，OPIE 会場で行われた第 8 回レーザー学会産業賞授
賞式で 7 社が表彰されました。
　OPIC は今年 5 年目を迎えましたが，OPIC を構成する専門
会議数が 11 に増加し，参加者は初めて 1000 名を超えました。
外国人参加者率 32％，参加国数 32 に達し，レーザー及び光技
術に関するユニークな国際会議として定着してきました。
　OPIC のプレナリーで企業の方にも講演いただき，ポスター
発表を OPIE 会場内で実施するなど，研究と産業の交流を積極
的に図りました。このためもあってか，OPIE 展示ブースを訪
問する研究者，外国人が増加してきました。日本の優れた製品
が外国に紹介され，光産業の国際化が進むことが期待されます。
　なお，レーザー学会では技術専門委員会「光感性」を新たに
設置するなど，広い分野との交流促進に努めています。「光と
レーザーの科学技術フェア」で新たな交流が生まれることを期
待しています。

開催にあたって
ますます広がる赤外線の応用

（一社）日本赤外線学会 会長　廣本 宣久
（静岡大学 創造科学技術大学院・総合科学技術研究科工学専攻 教授）

研究と産業の国際化

　　　　（一社）レーザー学会 会長　加藤 義章
（光産業創成大学院大学 学長）

展示会来場事前登録受付中 !!

オプトロニクス　科学技術フェア 検 索

http://www.optronics.co.jp/fair/regist_form.php

WEB サイトをご利用下さい！

各種専門書籍を取り揃えて皆様のご来場をお待ちしております。

光関連書籍展示即売会のご案内

『オプトロニクス刊行書籍割引券』をご利用いただけます。
割引券は展示会へご来場いただければ受付にてもれなく差し上げます。

オプトロニクス社ブースにて開催！

展示会
特別価格で

販売！
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午　前

赤外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【IR-1 コース】　赤外線の基礎講座 (1)
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 赤外線の基礎
 廣本 宣久 氏（静岡大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 赤外線の性能指標と評価
 水谷 耕平 氏（情報通信研究機構）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 赤外線光学系と結像
 玉川 恭久 氏（三菱電機㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

レーザーセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【LA-1 コース】　注目の最新レーザー技術
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 特殊モードで発振する短パルスレーザーとその応用
 尾松 孝茂 氏（千葉大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 レーザー励起テラヘルツ光源
 川瀬 晃道 氏（名古屋大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 量子ドットレーザー
 ～ナノワイヤ量子ドットレーザーを中心にして～
 舘林　潤 氏（東京大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　後

赤外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【IR-2 コース】　赤外線の基礎講座 (2)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 量子型（冷却型）赤外線センサ
 中里 英明 氏／森本 広志 氏（㈱富士通システム統合研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 非冷却赤外線イメージセンサ
 大中道 崇浩 氏（三菱電機㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 赤外線カメラとその応用
 田村 哲雄 氏（日本アビオニクス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

レーザーセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【LA-2 コース】　自動車産業の未来を創るレーザー技術
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 レーザー加工技術
 中村　強 氏（トルンプ㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 自動運転のための光・レーザー技術
 青木 啓二 氏（先進モビリティ㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 自動車搭載型レーザー照明・ディスプレイ技術
 山本 和久 氏（大阪大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

分光セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【SC-1 コース】　ラマン分光の最新手法と実際
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-13:15 開会の辞  　     岩田 耕一 氏（学習院大学）
……………………………………………………………………………………………………………
13:15-14:10 ラマン分光法の基礎と先端応用
 岩田 耕一 氏（学習院大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 ラマン分光顕微鏡とその生命科学への応用
 藤田 克昌 氏（大阪大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

15:20-16:15 日用品の研究開発に生かされるラマン分光
 尾藤 宏達 氏（花王㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
16:15-16:20 閉会の辞  　     岩田 耕一 氏（学習院大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

併設セミナー 受講者募集中

併催イベント 受講者募集中

11 月 15 日（火）
11 月 16 日（水）

関連学協会「特別交流シンポジウム」
「バイオ・医療産業を支える最近のトピックス」
■ 日 時：11月15日（火）10:30～16:40
■ 会場：科学技術館 1F 8号館
■ プログラム
　 10:30-11:10　JPC関西（日本フォトニクス協議会）
　　植物バイオテクノロジーの現状と未来
　　 …… 岡澤 敦司 氏（大阪府立大学） 
　 11:15-11:55　光学薄膜研究会
　　LED を利用した光環境制御による高品質野菜の生産
　　 …… 大橋（兼子）敬子 氏（玉川大学）
　 12:50-13:30　日本赤外線学会
　　連続波テラヘルツ光源とその応用　- 医薬品の分光分析 - 
　　 …… 佐々木 哲朗 氏（静岡大学）
　 13:35-14:15　日本光学会
　　光学顕微鏡の基本的限界と限界突破技術
　　 …… 磯部 圭介 氏（理化学研究所）
　 14:20-15:00　日本分光学会
　　赤外自由電子レーザーの生命科学への応用：タンパク質フォール
　　　ディング病の治療に向けた工学的アプローチ
　　 …… 築山 光一 氏／川﨑 平康 氏（東京理科大学）
　 15:15-15:55　レーザー学会
　　誘導ラマン散乱を用いた無染色生体顕微鏡とその応用
　　 …… 小関 泰之 氏（東京大学） 
　 16:00-16:40　JPC紫外線研究会（日本フォトニクス協議会）
　　光線皮膚治療の現状と将来展望
　　 …… 森田 明理 氏（名古屋市立大学）

聴講無料

11 月 17 日（木）

15:10-16:05 深紫外 LED の開発の現状と応用分野の展開
 平野　光 氏（創光科学㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

光学薄膜セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【TF-1 コース】　光学薄膜基礎講座 (1)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-13:55 分光光度計、FTIR、ラマン　基礎と固体材料の
 最新測定事例
 鈴木 仁子 氏（日本分光㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:00-14:45 各種光学薄膜の材料選択や注意点
 山口 尚暁 氏（メルク㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:55-15:40 光学薄膜を必要とする光学部品と
 アプリケーションの最新動向及び PVD に変わる
 成膜手法の可能性
 瀧本 昌行 氏（㈱昭和真空）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:45-16:30 光学材料の光拡散 ( 透過 ) 性評価
 ～分光光度計測定法の新規 ISO ～
 大西 晃宏 氏（㈱メイショーテクノ）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　前

赤外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【IR-3 コース】　赤外線の最近の話題（光学系最新技術）
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 補償光学のこれからの発展
 髙見 英樹 氏（国立天文台）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 樹脂レンズ・反射光学系を用いた
 赤外線アプリケーションの可能性
 池田 賢元 氏／田邉 靖弘 氏（ナルックス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 民生遠赤外線用途向けカルコゲナイドガラスの
 特性の紹介
 安田　傑 氏（ユミコアジャパン㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

レーザーセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【LA-3 コース】　レーザー応用技術の基礎
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー発振の基礎
 藤田 雅之 氏／末田 敬一 氏（レーザー技術総合研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 非線形光学の基礎
 吉村 政志 氏（大阪大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 ファイバーレーザー応用技術の基礎
 西澤 典彦 氏（名古屋大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

分光セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【SC-2 コース】　レーザ誘起ブレークダウン法（LIBS) の
 　　　基礎と工業応用展開
……………………………………………………………………………………………………………
9:30-9:35 開会挨拶
 出口 祥啓 氏（徳島大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
9:35-10:15 レーザ誘起ブレークダウン分光法と
 その水中その場元素分析への展開
 作花 哲夫 氏（京都大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:15-10:55 レーザ誘起ブレークダウン法の原子力分野への応用
 若井田 育夫 氏（日本原子力研究開発機構）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:05-11:45 レーザ誘起ブレークダウン法の電力分野への応用
 藤井　隆 氏（電力中央研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:45-12:25 レーザー 3D スキャンと LIBS 法による
 ステンレス鋼の相互分離の試み
 柏倉 俊介 氏（東北大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
12:25-12:30 閉会挨拶
 出口 祥啓 氏（徳島大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　後

紫外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【UV-1 コース】　紫外デバイス開発と応用分野
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光取出し効率の向上による高出力 UVCLED の実現
 平山 秀樹 氏（理化学研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 AlGaN 系紫外レーザーダイオードの短波長化と
 高出力化の動向
 吉田 治正 氏（浜松ホトニクス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

午　前

紫外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【UV-2 コース】　紫外デバイスの応用 (1)
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 深紫外 LED の高効率光取出し技術の現状と
 将来展望
 鹿嶋 行雄 氏（丸文㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 近紫外半導体レーザの高出力化と高輝度照明への
 応用
 瀧川 信一 氏（パナソニック㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 紫外線皮膚治療機器
 益田 秀之 氏（ウシオ電機㈱／名古屋市立大学）　
…………………………………………………………………………………………………………

オプティクスセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【OS-1 コース】　レンズの応用
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 2 in 1 カメラ
 小野 修司 氏（富士フイルム㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 屈折作用による光量変調を適用した
 新規輪帯照明法ー iPS 細胞の立体観察手法ー
 鈴木 良政 氏（オリンパス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 スマートグラスの開発
 小松　朗 氏（セイコーエプソン㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

光学薄膜セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【TF-2 コース】　光学薄膜基礎講座 (2)
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 光学薄膜の外力に対する
 物性（密着・摩耗）強度評価に関して
 宝泉 俊寛 氏（㈱レスカ）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 分光光度計の原理と測定の基礎
 栗田 浩二 氏（㈱日立ハイテクサイエンス）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 高スループット光学薄膜用スパッタリング装置
 並木 恵一 氏（㈱オプトラン）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　後

紫外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【UV-3 コース】　紫外デバイスの応用 (2)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 非極性面上に作製した AlGaN 量子井戸の
 発光特性
 船戸　充 氏（京都大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 高温アニール法を用いた
 高品質 AlN テンプレートの進展
 三宅 秀人 氏（三重大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 高 AlN モル分率 AlGaN 混晶・量子井戸への
 Si 添加による発光効率改善について
 秩父 重英 氏（東北大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

オプティクスセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【OS-2 コース】　偏光計測の基礎と応用
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:35 偏光の基礎とエリプソメトリー
 川畑 州一 氏（東京工芸大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:45-16:10 ストークス偏光計とミュラー行列偏光計
 大谷 幸利 氏（宇都宮大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

光学薄膜セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【TF-3 コース】　光学薄膜基礎講座 (3)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光学薄膜の設計基礎理論
 生水 利明 氏（オプトグリーン㈱／宇都宮大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 高品質な光学薄膜を実現する最新の蒸着、
 スパッタ技術
 宮内 充祐 氏（㈱シンクロン）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 光学薄膜の外観および各種特性の評価
 室谷 裕志 氏（東海大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

光とレーザーの科学技術フェア
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午　前

赤外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【IR-1 コース】　赤外線の基礎講座 (1)
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 赤外線の基礎
 廣本 宣久 氏（静岡大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 赤外線の性能指標と評価
 水谷 耕平 氏（情報通信研究機構）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 赤外線光学系と結像
 玉川 恭久 氏（三菱電機㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

レーザーセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【LA-1 コース】　注目の最新レーザー技術
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 特殊モードで発振する短パルスレーザーとその応用
 尾松 孝茂 氏（千葉大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 レーザー励起テラヘルツ光源
 川瀬 晃道 氏（名古屋大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 量子ドットレーザー
 ～ナノワイヤ量子ドットレーザーを中心にして～
 舘林　潤 氏（東京大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　後

赤外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【IR-2 コース】　赤外線の基礎講座 (2)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 量子型（冷却型）赤外線センサ
 中里 英明 氏／森本 広志 氏（㈱富士通システム統合研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 非冷却赤外線イメージセンサ
 大中道 崇浩 氏（三菱電機㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 赤外線カメラとその応用
 田村 哲雄 氏（日本アビオニクス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

レーザーセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【LA-2 コース】　自動車産業の未来を創るレーザー技術
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 レーザー加工技術
 中村　強 氏（トルンプ㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 自動運転のための光・レーザー技術
 青木 啓二 氏（先進モビリティ㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 自動車搭載型レーザー照明・ディスプレイ技術
 山本 和久 氏（大阪大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

分光セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【SC-1 コース】　ラマン分光の最新手法と実際
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-13:15 開会の辞  　     岩田 耕一 氏（学習院大学）
……………………………………………………………………………………………………………
13:15-14:10 ラマン分光法の基礎と先端応用
 岩田 耕一 氏（学習院大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 ラマン分光顕微鏡とその生命科学への応用
 藤田 克昌 氏（大阪大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

15:20-16:15 日用品の研究開発に生かされるラマン分光
 尾藤 宏達 氏（花王㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
16:15-16:20 閉会の辞  　     岩田 耕一 氏（学習院大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

併設セミナー 受講者募集中

併催イベント 受講者募集中

11 月 15 日（火）
11 月 16 日（水）

関連学協会「特別交流シンポジウム」
「バイオ・医療産業を支える最近のトピックス」
■ 日 時：11月15日（火）10:30～16:40
■ 会場：科学技術館 1F 8号館
■ プログラム
　 10:30-11:10　JPC関西（日本フォトニクス協議会）
　　植物バイオテクノロジーの現状と未来
　　 …… 岡澤 敦司 氏（大阪府立大学） 
　 11:15-11:55　光学薄膜研究会
　　LED を利用した光環境制御による高品質野菜の生産
　　 …… 大橋（兼子）敬子 氏（玉川大学）
　 12:50-13:30　日本赤外線学会
　　連続波テラヘルツ光源とその応用　- 医薬品の分光分析 - 
　　 …… 佐々木 哲朗 氏（静岡大学）
　 13:35-14:15　日本光学会
　　光学顕微鏡の基本的限界と限界突破技術
　　 …… 磯部 圭介 氏（理化学研究所）
　 14:20-15:00　日本分光学会
　　赤外自由電子レーザーの生命科学への応用：タンパク質フォール
　　　ディング病の治療に向けた工学的アプローチ
　　 …… 築山 光一 氏／川﨑 平康 氏（東京理科大学）
　 15:15-15:55　レーザー学会
　　誘導ラマン散乱を用いた無染色生体顕微鏡とその応用
　　 …… 小関 泰之 氏（東京大学） 
　 16:00-16:40　JPC紫外線研究会（日本フォトニクス協議会）
　　光線皮膚治療の現状と将来展望
　　 …… 森田 明理 氏（名古屋市立大学）

聴講無料

11 月 17 日（木）

15:10-16:05 深紫外 LED の開発の現状と応用分野の展開
 平野　光 氏（創光科学㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

光学薄膜セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【TF-1 コース】　光学薄膜基礎講座 (1)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-13:55 分光光度計、FTIR、ラマン　基礎と固体材料の
 最新測定事例
 鈴木 仁子 氏（日本分光㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:00-14:45 各種光学薄膜の材料選択や注意点
 山口 尚暁 氏（メルク㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:55-15:40 光学薄膜を必要とする光学部品と
 アプリケーションの最新動向及び PVD に変わる
 成膜手法の可能性
 瀧本 昌行 氏（㈱昭和真空）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:45-16:30 光学材料の光拡散 ( 透過 ) 性評価
 ～分光光度計測定法の新規 ISO ～
 大西 晃宏 氏（㈱メイショーテクノ）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　前

赤外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【IR-3 コース】　赤外線の最近の話題（光学系最新技術）
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 補償光学のこれからの発展
 髙見 英樹 氏（国立天文台）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 樹脂レンズ・反射光学系を用いた
 赤外線アプリケーションの可能性
 池田 賢元 氏／田邉 靖弘 氏（ナルックス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 民生遠赤外線用途向けカルコゲナイドガラスの
 特性の紹介
 安田　傑 氏（ユミコアジャパン㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

レーザーセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【LA-3 コース】　レーザー応用技術の基礎
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー発振の基礎
 藤田 雅之 氏／末田 敬一 氏（レーザー技術総合研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 非線形光学の基礎
 吉村 政志 氏（大阪大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 ファイバーレーザー応用技術の基礎
 西澤 典彦 氏（名古屋大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

分光セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【SC-2 コース】　レーザ誘起ブレークダウン法（LIBS) の
 　　　基礎と工業応用展開
……………………………………………………………………………………………………………
9:30-9:35 開会挨拶
 出口 祥啓 氏（徳島大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
9:35-10:15 レーザ誘起ブレークダウン分光法と
 その水中その場元素分析への展開
 作花 哲夫 氏（京都大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:15-10:55 レーザ誘起ブレークダウン法の原子力分野への応用
 若井田 育夫 氏（日本原子力研究開発機構）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:05-11:45 レーザ誘起ブレークダウン法の電力分野への応用
 藤井　隆 氏（電力中央研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:45-12:25 レーザー 3D スキャンと LIBS 法による
 ステンレス鋼の相互分離の試み
 柏倉 俊介 氏（東北大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
12:25-12:30 閉会挨拶
 出口 祥啓 氏（徳島大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　後

紫外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【UV-1 コース】　紫外デバイス開発と応用分野
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光取出し効率の向上による高出力 UVCLED の実現
 平山 秀樹 氏（理化学研究所）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 AlGaN 系紫外レーザーダイオードの短波長化と
 高出力化の動向
 吉田 治正 氏（浜松ホトニクス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

午　前

紫外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【UV-2 コース】　紫外デバイスの応用 (1)
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 深紫外 LED の高効率光取出し技術の現状と
 将来展望
 鹿嶋 行雄 氏（丸文㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 近紫外半導体レーザの高出力化と高輝度照明への
 応用
 瀧川 信一 氏（パナソニック㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 紫外線皮膚治療機器
 益田 秀之 氏（ウシオ電機㈱／名古屋市立大学）　
…………………………………………………………………………………………………………

オプティクスセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【OS-1 コース】　レンズの応用
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 2 in 1 カメラ
 小野 修司 氏（富士フイルム㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 屈折作用による光量変調を適用した
 新規輪帯照明法ー iPS 細胞の立体観察手法ー
 鈴木 良政 氏（オリンパス㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 スマートグラスの開発
 小松　朗 氏（セイコーエプソン㈱）　
……………………………………………………………………………………………………………

光学薄膜セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【TF-2 コース】　光学薄膜基礎講座 (2)
……………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 光学薄膜の外力に対する
 物性（密着・摩耗）強度評価に関して
 宝泉 俊寛 氏（㈱レスカ）　
……………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 分光光度計の原理と測定の基礎
 栗田 浩二 氏（㈱日立ハイテクサイエンス）　
……………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 高スループット光学薄膜用スパッタリング装置
 並木 恵一 氏（㈱オプトラン）　
……………………………………………………………………………………………………………

午　後

紫外線セミナー　会場：科学技術館 1F 9 号館

【UV-3 コース】　紫外デバイスの応用 (2)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 非極性面上に作製した AlGaN 量子井戸の
 発光特性
 船戸　充 氏（京都大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 高温アニール法を用いた
 高品質 AlN テンプレートの進展
 三宅 秀人 氏（三重大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 高 AlN モル分率 AlGaN 混晶・量子井戸への
 Si 添加による発光効率改善について
 秩父 重英 氏（東北大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

オプティクスセミナー　会場：科学技術館 6F 第 3 会議室

【OS-2 コース】　偏光計測の基礎と応用
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:35 偏光の基礎とエリプソメトリー
 川畑 州一 氏（東京工芸大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:45-16:10 ストークス偏光計とミュラー行列偏光計
 大谷 幸利 氏（宇都宮大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

光学薄膜セミナー　会場：科学技術館 6F 第 1 会議室

【TF-3 コース】　光学薄膜基礎講座 (3)
……………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光学薄膜の設計基礎理論
 生水 利明 氏（オプトグリーン㈱／宇都宮大学）　
……………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 高品質な光学薄膜を実現する最新の蒸着、
 スパッタ技術
 宮内 充祐 氏（㈱シンクロン）　
……………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 光学薄膜の外観および各種特性の評価
 室谷 裕志 氏（東海大学）　
……………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

併設セミナー／併催イベント
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JPC関西主催セミナー
「アグリバイオフォトニクス」
■ 日 時：11月16日（水）9:30-12:30
■ 会場：科学技術館 1F 8号館
■ プログラム
　 9:30-11:10　アグリバイオ分野における光技術の活用
　　　…… 岡澤 敦司 氏（大阪府立大学）
　 11:20-12:30　植物工場における光技術とビジネス課題
　　　…… 藤　寛 氏（大阪府立大学）

聴講有料

「光の教科書」出版記念セミナー
「光の仕組みから光学現象まで」
■ 日 時：11月16日（水）13:10-16:15
■ 会場：科学技術館 6F 第3会議室
■ プログラム
　 13:10-13:15　はじめに … 槌田 博文 氏（チームオプト㈱）
　 13:15-13:55　波動光学と幾何光学の間
　　 … 黒田 和男 氏（宇都宮大学）
　 13:55-14:35　波としての光
　　 … 宮前　博 氏（コニカミノルタ㈱）
　 14:45-15:25　めがね … 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）
　 15:25-16:15「散乱」って何？
　　 … 田所 利康 氏（テクノシナジー）

聴講有料

 第8回　光科学フォーラムサミット
「国家戦略を担うレーザープロジェクトと産業革新」

■ 日 時：11月16日（水）13:10-16:50
■ 会場：科学技術館 1F ８号館
■ プログラム
　 13:10-13:20
　　主催者挨拶 …… 加藤 義章 氏（光産業創成大学院大学）
　 13:20-15:20
　　ユビキタスパワーレーザー安全・安心・長寿社会（ImPACT）
　　　…… 佐野 雄二 氏（JST）
　　レーザー加工／次世代レーザーコーティング（SIP）
　　　…… 塚本 雅裕 氏（大阪大学）
　　高輝度・高効率レーザー技術による加工（NEDO高輝度・
　　　高効率次世代レーザー技術開発）
　　　…… 小林 洋平 氏（東京大学）
　　可視光半導体レーザー応用（NEDOクリーンデバイス社会
　　　実装）
　　　 …… 東條 公資 氏（島津製作所）
　 15:40-16:40
　　パネルディスカッション「レーザーは産業界に何を齎す
　　（もたらす）のか」 
　　　…… 座長　山本 和久 氏（大阪大学）
　　　　　 パネラー　八木 哲哉 氏（三菱電機）、講演者など
　 16:40-16:50
　　閉会挨拶 …… 児玉 了祐 氏（大阪大学）

聴講無料

価格 A

価格 C

 レーザー技術総合研究所セミナー
「レーザー・光技術応用研究の最前線」

■ 日 時：11月17日（木）13:00-16:40
■ 会場：科学技術館 1F 8号館
■ プログラム
　 13:00-13:40　
　　光の立場で考えるパルスレーザー加工の可能性
　　 ̶ 複合・多層材料加工のツボをおさえるコツは ̶ 
　　   …… 藤田 雅之 氏（レーザープロセス研究チーム） 
　 13:40-14:20
　　レーザープラズマシミュレーションの最前線
　　 ̶ 核融合から加工まで　そこで何が起きているのか ̶
　　   …… 砂原　淳 氏（理論・シミュレーション研究チーム）
　 14:30-15:00
　　パワーフォトニクスを支える光学技術
　　 ̶ 失敗しない光学素子の選び方 ̶
　　   …… 本越 伸二 氏（レーザー技術開発室）
　 15:00-15:40
　　暮らしに役立つレーザー計測
　　 ̶ リモートセンシングの基礎と応用を徹底解説 ̶ 
　　   …… 染川 智弘 氏（レーザープロセス研究チーム）
　 15:40-16:10
　　あなたを守るレーザー計測
　　 ̶ トンネルコンクリートを遠隔で非破壊検査 ̶
　　   …… 島田 義則 氏（レーザー計測研究チーム）
　 16:10-16:40
　　レーザー技術総合研究所 30年間の産業支援
　　 ̶ レーザー応用開発の現状と課題 ̶ 
　　　…… 井澤 靖和 氏（所長）

聴講有料

価格 B

聴講無料オーテックス テクニカルセミナー

■ 会場：自社ブース内　Booth No. E-10
■ プログラム
　 ●11月15日（火）̶̶̶
　 11:00-11:45
　　新しい素材として、光のみで硬化するエポキシ材料
　　 …… オーテックス
　 13:30-14:15
　　自動車業界に衝撃を与えたVCSELArrayの実力
　　 …… PrincetonOptronics社
　 14:30-15:15
　　ピコ秒、フェムト秒加工の解となる、精密６Dステージ
　　  …… ALIO社
　 ●11月16日（水）̶̶̶
　 11:00-11:45
　　重要度が更に増す、高出力（～100KW）ファイバーレーザーの
　　　M²測定と熱レンズ効果解消レンズ …… HAAS社
　 13:30-14:15
　　ボイスコイルモーター仕様で同時に実現される、高速、
　　　高ダイナミックレンジのデフォーマブルミラー。
　　　広がるアプリケーションとその実力 …… Alpao社
　 14:30-15:15
　　信頼性で現場の計測に選ばれるシャックハルトマンセンサー
　　  …… Optocraft社
　 ●11月17日（木）̶̶̶
　11:00-11:45
　　世界で活躍するMenlosystemsフェムト秒ファイバーレーザー。
　　　テラヘルツ、レーザー微細加工からオプティカルコム用途まで
　　　…… Menlosystems社
　 13:30-14:15
　　ストロークが長く高分解能でしかも速い、力強い、
　　　バックラッシュなし。ピエゾモーターとそのステージ群
　　　…… Piezomotor社
　 14:30-15:15
　　全く新しい異次元のサーモパイル！表裏計測で高速、高感度の
　　　サーモパイルディテクター。DUVからテラヘルツまで
　　　…… GreenTEG社

出展社技術セミナー

■ プログラム
　【11月15日（火）】
　　13:50-14:40　㈱ブルービジョン
　　可視光からSWIR光をカバーする分光イメージング及び
　　　波長可変型光源
　【11月16日（水）】
　　13:50-14:40　㈱ケン・オートメーション
　　進化する赤外線カメラと応用範囲
　　14:55-15:45　ケイエルブイ㈱
　【11月17日（木）】
　　13:50-14:40　ケイエルブイ㈱

聴講無料

■ 会場：科学技術館 1F 11号館

学　生

一　般

¥3,000 ¥3,000

¥10,000

価格A 価格B

¥3,000
主催・協賛団体会員※／
出展社 ¥7,000

月刊OPTRONICS
定期購読者 ¥6,000

¥13,000

¥10,000

¥9,000

価格C
受講料

支払方法

定　員 1コース6０～100名（コースによって異なります。定員になり次第締切らせていただきます）

注）当日は、受講証引換券を必ずご持参の上、セミナー受付までお越し下さい。

※対象割引団体

・日本フォトニクス協議会
・日本光学会
・レーザー学会
・日本分光学会
・日本赤外線学会
・光学薄膜研究会

・ 銀行振込 …… 受講証引換券と一緒に請求書を送付いたしますので期日までにご送金下さい。 
　■ 事前申込締切： 11月7日(月)※／支払期限： 11月30日(水)

・ カード払い ……  WEBサイトのみの受付となります。

・JPC紫外線研究会
・可視光半導体レーザー応用コンソーシアム
・レーザー輸入振興協会

※11月8日以降のお申込みの場合は、
受講料はセミナー受付でお支払い下
さい（現金払いのみ）。

光とレーザーの科学技術フェア 2016
赤外線フェア
レーザー科学技術フェア

紫外線フェア光学薄膜フェア
レーザー照明・ディスプレイゾーン

分光フェア

併設セミナー／併催イベント受講申込書
ご希望のコース、イベントの□にチェック、および下記必要項目にご記入の上、FAXにてお申込み下さい。

FAX 03-5229-7253

OPTRONICS

株式
会社 〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル　TEL 03-5225-6614

申込日　　　　年　　　月　　　日

セミナー係

午前

11月15日（火）

赤外線セミナー
□ 【IR-1】コース

レーザーセミナー
□ 【LA-1】コース

赤外線セミナー
□ 【IR-2】コース

レーザーセミナー
□ 【LA-2】コース

分光セミナー
□ 【SC-1】コース

午後 午前

11月16日（水）

赤外線セミナー
□ 【IR-3】コース

レーザーセミナー
□ 【LA-3】コース

分光セミナー
□ 【SC-2】コース

JPC関西主催セミナー
「アグリバイオフォトニクス」　□

 レーザー技術総合研究所セミナー
「レーザー・光技術応用研究の最前線」　□

「光の教科書」出版記念セミナー
「光の仕組みから光学現象まで」　□

紫外線セミナー
□ 【UV-1】コース

光学薄膜セミナー
□ 【TF-1】コース

午後 午前

11月17日（木）

紫外線セミナー
□ 【UV-2】コース

光学薄膜セミナー
□ 【TF-2】コース

オプティクスセミナー
□ 【OS-1】コース

紫外線セミナー
□ 【UV-3】コース

光学薄膜セミナー
□ 【TF-3】コース

オプティクスセミナー
□ 【OS-2】コース

午後

（FAX用）

勤務先/
学校名

住　所 〒

氏　名

区　分

部課名

役　職

TEL

E-mail

FAX

フリガナ

フリガナ

（請求書送付先）

一般

お申込み先

学生月刊OPTRONICS 定期購読者　 購読者番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出展社 主催・協賛・協力団体　 所属団体名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　会員番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿

購読者番号、会員番号のご記入の無い場合は一般価格となりますのでご注意下さい。

WEBサイトからも
お申込みいただけます

科学技術フェア　セミナー 検 索

http://www.optronics.co.jp/fair/seminar.php

オプティクスフェア

募集要項

光とレーザーの科学技術フェア

78 OPTRONICS（2016）No.11



JPC関西主催セミナー
「アグリバイオフォトニクス」
■ 日 時：11月16日（水）9:30-12:30
■ 会場：科学技術館 1F 8号館
■ プログラム
　 9:30-11:10　アグリバイオ分野における光技術の活用
　　　…… 岡澤 敦司 氏（大阪府立大学）
　 11:20-12:30　植物工場における光技術とビジネス課題
　　　…… 藤　寛 氏（大阪府立大学）

聴講有料

「光の教科書」出版記念セミナー
「光の仕組みから光学現象まで」
■ 日 時：11月16日（水）13:10-16:15
■ 会場：科学技術館 6F 第3会議室
■ プログラム
　 13:10-13:15　はじめに … 槌田 博文 氏（チームオプト㈱）
　 13:15-13:55　波動光学と幾何光学の間
　　 … 黒田 和男 氏（宇都宮大学）
　 13:55-14:35　波としての光
　　 … 宮前　博 氏（コニカミノルタ㈱）
　 14:45-15:25　めがね … 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）
　 15:25-16:15「散乱」って何？
　　 … 田所 利康 氏（テクノシナジー）

聴講有料

 第8回　光科学フォーラムサミット
「国家戦略を担うレーザープロジェクトと産業革新」

■ 日 時：11月16日（水）13:10-16:50
■ 会場：科学技術館 1F ８号館
■ プログラム
　 13:10-13:20
　　主催者挨拶 …… 加藤 義章 氏（光産業創成大学院大学）
　 13:20-15:20
　　ユビキタスパワーレーザー安全・安心・長寿社会（ImPACT）
　　　…… 佐野 雄二 氏（JST）
　　レーザー加工／次世代レーザーコーティング（SIP）
　　　…… 塚本 雅裕 氏（大阪大学）
　　高輝度・高効率レーザー技術による加工（NEDO高輝度・
　　　高効率次世代レーザー技術開発）
　　　…… 小林 洋平 氏（東京大学）
　　可視光半導体レーザー応用（NEDOクリーンデバイス社会
　　　実装）
　　　 …… 東條 公資 氏（島津製作所）
　 15:40-16:40
　　パネルディスカッション「レーザーは産業界に何を齎す
　　（もたらす）のか」 
　　　…… 座長　山本 和久 氏（大阪大学）
　　　　　 パネラー　八木 哲哉 氏（三菱電機）、講演者など
　 16:40-16:50
　　閉会挨拶 …… 児玉 了祐 氏（大阪大学）

聴講無料

価格 A

価格 C

 レーザー技術総合研究所セミナー
「レーザー・光技術応用研究の最前線」

■ 日 時：11月17日（木）13:00-16:40
■ 会場：科学技術館 1F 8号館
■ プログラム
　 13:00-13:40　
　　光の立場で考えるパルスレーザー加工の可能性
　　 ̶ 複合・多層材料加工のツボをおさえるコツは ̶ 
　　   …… 藤田 雅之 氏（レーザープロセス研究チーム） 
　 13:40-14:20
　　レーザープラズマシミュレーションの最前線
　　 ̶ 核融合から加工まで　そこで何が起きているのか ̶
　　   …… 砂原　淳 氏（理論・シミュレーション研究チーム）
　 14:30-15:00
　　パワーフォトニクスを支える光学技術
　　 ̶ 失敗しない光学素子の選び方 ̶
　　   …… 本越 伸二 氏（レーザー技術開発室）
　 15:00-15:40
　　暮らしに役立つレーザー計測
　　 ̶ リモートセンシングの基礎と応用を徹底解説 ̶ 
　　   …… 染川 智弘 氏（レーザープロセス研究チーム）
　 15:40-16:10
　　あなたを守るレーザー計測
　　 ̶ トンネルコンクリートを遠隔で非破壊検査 ̶
　　   …… 島田 義則 氏（レーザー計測研究チーム）
　 16:10-16:40
　　レーザー技術総合研究所 30年間の産業支援
　　 ̶ レーザー応用開発の現状と課題 ̶ 
　　　…… 井澤 靖和 氏（所長）

聴講有料

価格 B

聴講無料オーテックス テクニカルセミナー

■ 会場：自社ブース内　Booth No. E-10
■ プログラム
　 ●11月15日（火）̶̶̶
　 11:00-11:45
　　新しい素材として、光のみで硬化するエポキシ材料
　　 …… オーテックス
　 13:30-14:15
　　自動車業界に衝撃を与えたVCSELArrayの実力
　　 …… PrincetonOptronics社
　 14:30-15:15
　　ピコ秒、フェムト秒加工の解となる、精密６Dステージ
　　  …… ALIO社
　 ●11月16日（水）̶̶̶
　 11:00-11:45
　　重要度が更に増す、高出力（～100KW）ファイバーレーザーの
　　　M²測定と熱レンズ効果解消レンズ …… HAAS社
　 13:30-14:15
　　ボイスコイルモーター仕様で同時に実現される、高速、
　　　高ダイナミックレンジのデフォーマブルミラー。
　　　広がるアプリケーションとその実力 …… Alpao社
　 14:30-15:15
　　信頼性で現場の計測に選ばれるシャックハルトマンセンサー
　　  …… Optocraft社
　 ●11月17日（木）̶̶̶
　11:00-11:45
　　世界で活躍するMenlosystemsフェムト秒ファイバーレーザー。
　　　テラヘルツ、レーザー微細加工からオプティカルコム用途まで
　　　…… Menlosystems社
　 13:30-14:15
　　ストロークが長く高分解能でしかも速い、力強い、
　　　バックラッシュなし。ピエゾモーターとそのステージ群
　　　…… Piezomotor社
　 14:30-15:15
　　全く新しい異次元のサーモパイル！表裏計測で高速、高感度の
　　　サーモパイルディテクター。DUVからテラヘルツまで
　　　…… GreenTEG社

出展社技術セミナー

■ プログラム
　【11月15日（火）】
　　13:50-14:40　㈱ブルービジョン
　　可視光からSWIR光をカバーする分光イメージング及び
　　　波長可変型光源
　【11月16日（水）】
　　13:50-14:40　㈱ケン・オートメーション
　　進化する赤外線カメラと応用範囲
　　14:55-15:45　ケイエルブイ㈱
　【11月17日（木）】
　　13:50-14:40　ケイエルブイ㈱

聴講無料

■ 会場：科学技術館 1F 11号館

学　生

一　般

¥3,000 ¥3,000

¥10,000

価格A 価格B

¥3,000
主催・協賛団体会員※／
出展社 ¥7,000

月刊OPTRONICS
定期購読者 ¥6,000

¥13,000

¥10,000

¥9,000

価格C
受講料

支払方法

定　員 1コース6０～100名（コースによって異なります。定員になり次第締切らせていただきます）

注）当日は、受講証引換券を必ずご持参の上、セミナー受付までお越し下さい。

※対象割引団体

・日本フォトニクス協議会
・日本光学会
・レーザー学会
・日本分光学会
・日本赤外線学会
・光学薄膜研究会

・ 銀行振込 …… 受講証引換券と一緒に請求書を送付いたしますので期日までにご送金下さい。 
　■ 事前申込締切： 11月7日(月)※／支払期限： 11月30日(水)

・ カード払い ……  WEBサイトのみの受付となります。

・JPC紫外線研究会
・可視光半導体レーザー応用コンソーシアム
・レーザー輸入振興協会

※11月8日以降のお申込みの場合は、
受講料はセミナー受付でお支払い下
さい（現金払いのみ）。

光とレーザーの科学技術フェア 2016
赤外線フェア
レーザー科学技術フェア

紫外線フェア光学薄膜フェア
レーザー照明・ディスプレイゾーン

分光フェア

併設セミナー／併催イベント受講申込書
ご希望のコース、イベントの□にチェック、および下記必要項目にご記入の上、FAXにてお申込み下さい。

FAX 03-5229-7253

OPTRONICS

株式
会社 〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル　TEL 03-5225-6614

申込日　　　　年　　　月　　　日

セミナー係

午前

11月15日（火）

赤外線セミナー
□ 【IR-1】コース

レーザーセミナー
□ 【LA-1】コース

赤外線セミナー
□ 【IR-2】コース

レーザーセミナー
□ 【LA-2】コース

分光セミナー
□ 【SC-1】コース

午後 午前

11月16日（水）

赤外線セミナー
□ 【IR-3】コース

レーザーセミナー
□ 【LA-3】コース

分光セミナー
□ 【SC-2】コース

JPC関西主催セミナー
「アグリバイオフォトニクス」　□

 レーザー技術総合研究所セミナー
「レーザー・光技術応用研究の最前線」　□

「光の教科書」出版記念セミナー
「光の仕組みから光学現象まで」　□

紫外線セミナー
□ 【UV-1】コース

光学薄膜セミナー
□ 【TF-1】コース

午後 午前

11月17日（木）

紫外線セミナー
□ 【UV-2】コース

光学薄膜セミナー
□ 【TF-2】コース

オプティクスセミナー
□ 【OS-1】コース

紫外線セミナー
□ 【UV-3】コース

光学薄膜セミナー
□ 【TF-3】コース

オプティクスセミナー
□ 【OS-2】コース

午後

（FAX用）

勤務先/
学校名

住　所 〒

氏　名

区　分

部課名

役　職

TEL

E-mail

FAX

フリガナ

フリガナ

（請求書送付先）

一般

お申込み先

学生月刊OPTRONICS 定期購読者　 購読者番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

出展社 主催・協賛・協力団体　 所属団体名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　会員番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿

購読者番号、会員番号のご記入の無い場合は一般価格となりますのでご注意下さい。

WEBサイトからも
お申込みいただけます

科学技術フェア　セミナー 検 索

http://www.optronics.co.jp/fair/seminar.php

オプティクスフェア

募集要項

併設セミナー／併催イベント
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【東京メトロ東西線】
Ｔ－０８「竹橋」駅下車（１ｂ出口） 　  徒歩約５５０ｍ
Ｔ－０７「九段下」駅下車（２番出口）　徒歩約８００ｍ

科学技術館への
アクセス

電車の場合（最寄駅　竹橋駅）

【ア】
㈱アートレイ （赤外線）
㈱アイ・アール・システム （赤外線）
㈱アイセイ （分光）
アオイ電子㈱ （分光）
旭硝子㈱ （赤外線）
USTRON㈱ （光学薄膜）
㈱アソー （赤外線）
㈱アバールデータ （赤外線）
天草光学㈱ （オプティクス）
アユミ工業㈱ （赤外線）
㈱アルゴ （赤外線）
㈱アルゴ （紫外線）
㈱飯田照明 （紫外線）
岩崎電気㈱ （赤外線）
インフィニテグラ㈱ （赤外線）
㈱ウィックス （光学薄膜）
ウシオライティング㈱ （赤外線）
㈱エイム （オプティクス）
㈱エス・ティ・ジャパン （オプティクス）
SPIE 
エバ・ジャパン㈱ （分光）
FITリーディンテックス㈱ （赤外線）
OSA 
オーシャンフォトニクス㈱ （紫外線）
大塚電子㈱ （分光）
オーテックス㈱ （レーザー）
㈱岡野エレクトロニクス  （オプティクス）
岡本硝子㈱ （赤外線）
㈱オプティカルソリューションズ
 （オプティクス）
㈱オプトサイエンス （レーザー）
オプトシリウス㈱ （分光）

㈱オプトライン （分光）
㈱オプトロニクス社 
オプトワークス㈱ （レーザー）

【カ】
可視光半導体レーザー応用
　コンソーシアム （レーザー照明・ディスプレイ）
河合光学㈱ （光学薄膜）
㈱グラビトン （レーザー）
クロニクス㈱ （赤外線）
クロマテクノロジジャパン（同） （分光）
ケイエルブイ㈱ （分光）
㈲ケイワン （光学薄膜）
㈱ケン・オートメーション （赤外線）
光学薄膜研究会 （光学薄膜）
光伸光学工業㈱ （光学薄膜）

【サ】
サンインスツルメント㈱ （分光）
国立研究開発法人 産業技術総合
　研究所 （光学薄膜）
シーシーエス㈱ （紫外線）
CBCオプテックス㈱ （光学薄膜）
JFEテクノリサーチ㈱ （分光）

（同）紫光技研 （紫外線）
㈲シナノ精密 （オプティクス）
㈱渋谷光学 （赤外線）
㈱島津製作所 （レーザー照明・ディスプレイ）
㈱JALUX （赤外線）
昭和オプトロニクス㈱ （赤外線）
㈱スペクトラ・コープ （分光）
住友電気工業㈱ （赤外線）
セラテックジャパン㈱ （光学薄膜）

【タ】
㈱大興製作所 （オプティクス）

多摩エレクトロニクス㈱ （光学薄膜）
TSS㈱／関西電子工業㈱ （紫外線）
テクノハンズ㈱ （レーザー）
デルフトハイテック㈱ （分光）
㈱東京インスツルメンツ （分光）
東芝機械㈱ （赤外線）
㈱トーカイ （赤外線）
㈱トリマティス （レーザー）

【ナ】
㈱ナノコントロール （レーザー）
㈱ニコン （赤外線）
ニッタ㈱ （分光）
日東光器㈱ （赤外線）
㈱ニデック （赤外線）
日本アビオニクス㈱ （赤外線）
日本エレクトロセンサリデバイス㈱
 （赤外線）
(一社)日本光学会 （オプティクス）
日本真空光学㈱ （赤外線）
(一社）日本赤外線学会 （赤外線）
日本電子㈱ （光学薄膜）
日本特殊光学樹脂㈱ （赤外線）
日本ピー・アイ㈱ （赤外線）
日本フォトニクス協議会・
　紫外線研究会 （紫外線）

（公社）日本分光学会 （分光）
ネオアーク㈱ （レーザー）

【ハ】
㈱ハイテック （分光）
伯東㈱ （赤外線）
浜松ホトニクス㈱ （紫外線）
㈱パルメソ （光学薄膜）
㈱BWTジャパン （分光）

出展社一覧 赤外線 … 赤外線フェア出展社　　光学薄膜 … 光学薄膜フェア出展社　　分光 … 分光フェア出展社　　紫外線 … 紫外線フェア出展社
レーザー … レーザー科学技術フェア出展社　　オプティクス … オプティクスフェア出展社　　レーザー照明・ディスプレイ … レーザー照明・ディスプレイゾーン

光貿易㈱ （レーザー）
㈱ビジョンセンシング （赤外線）
ファインクリスタル㈱ （光学薄膜）
㈱フェイラ （赤外線）
フォトテクニカ㈱ （分光）
PHOTONICS MEDIA 
フジトク㈱ （赤外線）
プライムテックエンジニアリング㈱
 （赤外線）
㈱ブルービジョン （分光）
㈱プロリンクス （赤外線）
㈱分光応用技術研究所 （分光）
分光計器㈱ （分光）
㈱ベストメディア （オプティクス）
Hellma Materials GmbH （赤外線）
㈱ポラテクノ （赤外線）

【マ】
守田光学工業㈱ （オプティクス）

【ヤ】
山下マテリアル㈱ （赤外線）
ユアサエレクトロニクス㈱
 （レーザー照明・ディスプレイ）
ユーヴィックス㈱ （赤外線）
㈱ユーカリ光学研究所 （赤外線）
ユミコアジャパン㈱ （赤外線）

【ラ】
（一社）レーザー学会 （レーザー）
（公財）レーザー技術総合研究所
 （レーザー）
レーザー輸入振興協会 （レーザー）
㈱レスカ （光学薄膜）
レニショー㈱ （分光）
 10月4日時点
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セミナー会場
（第 3 会議室）
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（第 1 会議室）
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科学技術館
正面出入口

2 号館

3 号館
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7 号館

エレベータ
（第 3 会議室側）

エレベータ
（第 1 会議室側）

1F6F

併設セミナー・併催イベント会場図

オプトロニクス販売部

【東京メトロ半蔵門線】
Ｚ－０６「九段下」駅下車（２番出口）　徒歩約８００ｍ
【都営地下鉄新宿線】
Ｓ－０５「九段下」駅下車（２番出口）　徒歩約８００ｍ
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　約1年前，斬新なスタイルの光学コンサルタント会社，

チームオプト㈱が立ち上がった。企業を退職したのを機

にコンサルタント会社を立ち上げるのは珍しくはない。

しかし，それぞれ異なる光学メーカーから独立した人材

を集めてそれぞれの得意とする領域で活動するという新

しいスタイルだ。現在，光学設計を中心とした事業を行

なっているが，本の執筆活動やセミナーの企画・運営も

行なっている。

―�チームオプトとは

槌田　光学メーカーや大学に長く勤めたメンバーで，ち
ょうど1年前に6名で発足しました。趣旨としては，日本
の光学業界に貢献したいという事で，そこに我々の経験
などを活かすことができればやりがいもあるというもの
です。組織で長く働いた人ばかりなので，セカンドステ
ージでは自分たちの一番得意な分野で世の中のお役に立
とうという思いで，お陰様で引き合いもすごく多くて，や
はりニーズがあったのだとうれしい悲鳴をあげています。
宮前　光学メーカーでカメラの技術が栄えたわけです
が，今は IoTという言葉に象徴される様に，いろいろな
ところに光学技術が個別に使われるようになってきてい
ます。それぞれに仕様が異なり，一つ設計したものが何
十万，何百万と売れるのではないようなものが，逆にニ
ーズとして増えてきています。それに伴っていろいろな
得意分野を持った中小企業が活躍してきていますが，モ
ノづくりのノウハウはもっていても，設計とか光学のノ
ウハウはもっていないことが多かったりするのです。
春本　それともう一つは人を育てるというのがあって，
セミナーや出版なども順々に手がけています。ゆくゆく
は光学博物館などもやりたいと思っています。

―�最初はどのような広報活動をしたのですか。

槌田　一番最初に広告を出しましたのは日本光学会光設
計研究グループの2015年11月の機関誌でした。狭い世界
なんで学会誌に載せるのが一番効果的だと思いました。
春本　学会のあとの懇親会とかに出かけて行って，こう
いうのを立ち上げましたとご挨拶させていただいたりも
しました。
宮前　もともと光学設計というのが特殊な分野というこ

槌田 博文
（つちだ	ひろふみ）

チームオプト㈱代表
取締役社長，博士
（工学）

1958年生まれ。大
阪大学工学研究科応
用物理学専攻修士修
了。オリンパス光学
工業㈱（現オリンパ
ス㈱）でレンズ設計
および光学技術開発
に従事。2015年光
学技術コンサルタン
ト会社のチームオプ
ト㈱を設立。

宮前 博
（みやまえ	ひろし）

チームオプト㈱光学
技術コンサルタント

1955年生まれ。東
京大学理学部物理学
科卒。小西六写真工
業㈱（現コニカミノ
ルタ㈱）に入社。光
学系ソフト開発，
レーザプリンタ用光
学系，回折光学素子
の研究などに従事。
2016年10月 か ら
チームオプト㈱に参
画。（一社）日本光学
会理事。

春本 祐子
（はるもと	ゆうこ）

チームオプト㈱光学
技術コンサルタン
ト，（一社）日本オプ
トメカトロニクス協
会	人材育成委員

1986年東京農工大
学工学部応用物理学
科卒。㈱トプコンに
約30年勤務。光学
設計及び光学設計支
援ソフト・光学図面
自動作成ソフト開発
に従事。新技術動向
調査他，技術展や講
演会を企画運営。

「光の教科書」出版記念インタビュー

チームオプト㈱ースタートから1年ー
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ともあって，リタイアされて個人で設計事務所をやって
いる方が何人もいるのです。しかしチームオプトの様に
そういうメンバーをオーガナイズして，いろいろな得意
分野を持ってるメンバーが補い合うというのはあまりみ
かけません。お客様側から見ても大手のいろいろな会社
の出身者が集まっているというのがユニークで，安心感
があります。特殊な領域で，普通の設計者では解が出せ
ないという相談も結構あって，そういう時は大学の先生
も控えていますので，光学だけではないスペクトルが広
いところで相談できます。自分一人なら断るような内容
でも，なんとか仲間で知恵を出し合って答えを出してい
ます。
槌田　そういうわけで狙いは当たった感じです。口コミ
もありますが，お問い合わせが一斉に来ました。創業6

ヶ月目からは毎日のように依頼が来るようになりまし
た。目が回るほどでこの数ヶ月なかなか休む暇がありま
せん（笑）。
春本　問い合わせが来たのがそのまますぐに仕事につな
がるわけではないですし，簡単な返答だけで終わること
もあるのですが，そこで期待していただくことが大事だ
と思います。

―�教育的なことも展開しているとおっしゃっていまし

たが，11月に弊社から出版します「光の教科書」の

編集をやっていただきました。

槌田　出版ですとかセミナーですとか光学博物館みたい
な施設を作って光学そのものを広めたいと，いろいろ夢
はあるんですが，まずわかりやすい本を出したいと思っ
てたんですね。ベストなタイミングでオプトロニクス社
の加納さんからお話があったんです。ちょうど会社をつ
くる直前でしたね。だから，会社をつくったらこれが最
初の仕事だと思いました。

―�1997年発行の「光学のすすめ」を改定しようとし

たんですが，故人やリタイアされた方々も多くいら

してあきらめかけたていたのです。黒田和男先生（東

大名誉教授・日本光学会会長，著者の一人）にこれ

をもとに新しい本を作れないかと伺ったら，「槌田

さんに相談してみたらどうでしょう？」となったわ

けです。

春本　すごいスピードで作ってますよね。下敷きとなる
本，「光学のすすめ」があったとはいえ。
槌田　出版がよくわかった方に話すとビックリします。
「1年かけずにやっちゃうんですか !?」って。
宮前　ベースはあったのですが，作ってみたら「光学の
すすめ」とはかなり違う本になりましたね。
槌田　編集委員が3人いるから何か引っかかるところが
あると立ち止まってディスカッションが始まったりする
ので。
宮前　複数の人がかかわる本というのは遠慮もあってお
互いに原稿を見あったりはしないことが多いのです。仮
に監修者がいてもなかなか中身に関与はできないのです
が，今回は多くの部分をチームオプトのメンバーが執筆
しているので，言いたい放題。槌田さん担当の部分など
申し訳ないくらい大幅な書き直しをお願いしました。
槌田　締め切りが迫ってて焦ってやっているにもかかわ
らず「ちょっと待ってください！」と。
宮前　私のところは7月には原稿をあげようと思ってた
ら，駄目出しがいっぱいあって，それから2～3か月や
り取りが続きました。
槌田　後で見直すとそれですごくよくなりました。
宮前　難しく書きすぎたり，厳密にしようとするあまり，
数式が多くなったりするのですが，そこをグッと縮める
など脱稿直前まで改訂を重ねました。
槌田　きっちり書こうと思うと専門でない方には分かり
にくいんです。その辺の加減が難しかったですね。
春本　分かってる方はすっ飛ばしてしまうようなところ
でも，初めて読む人には難しいだろうととても勉強にな
りました。あと，自分でもう分かったつもりでいるとこ
ろでも読んで校正をしようとしたら「あれ，こういう意
味じゃなかった？」と勉強になりました。

―�光学の入門書と呼ばれている本は今までも出ている

んですが，どうも難しくて途中で挫折してしまうこ

とが多かった気がするのです。最近こそレンズの入

門書のような本が出てもいるんですが，この前の「光

学のすすめ」と同じような読者により分かり易く届

けるという考えていましたから，そういう意味では

良い本になるんじゃないかと思っています。

春本　今回，もちろん基礎のところをしっかりとは思っ
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「光の教科書」出版記念インタビュー

ていたのですが，光学機器をその専門の人に分かり易く，
でも最新の情報も入れていただいてそこがよかったんで
はないかと思います。一般に入門と言えばこの基礎のと
ころだけだったり，身近な散乱といってもそこだけだっ
たりとか言う事が多いのですが，今回は全体を俯瞰でき
るし，なおかつやさしく書かれています。

―�最後の黒田先生の原稿できりっと締められています。

春本　最後に難しいかもしれないんですけど，それぞれ
の光学の考え方がこうなっているんだとわかるようにな
っています。今までこういう風に書いているものはない
ですよね。
宮前　企業にはレンズの専門家が結構多いので，レンズ
をやさしく書いた本は数多くあります。一方で光学の入
門の本は大学の先生が書いている場合が多いのです。と
ころが大学の先生は産業にあまりタッチされてないこと
もあるので，理論的なところで難しくなってしまいがち
です。
春本　ちょっと物足りないなと思ったら専門的な書籍に
行けばいいので，入門の入口ということで，そういうと
ころにいる人には良いのじゃないかなって思います。
槌田　もともと今回の本はコンセプトが入門の敷居を下
げようというものだったので，その狙いは達成できたん
じゃないかと思います。

―�この本を最も読んでもらいたい人は？

槌田　セミナー講師をやっていて思うんですが，「わが
社の製品にも光学系が入ることになる。光学技術者が必
要なので，君が担当するように」といわれて，セミナー
に来る方が多いのです。そういう人は光学の入門書を読
んでも難しいし，結局，挫折する事が多いようなのです。

光学はそんなに難しいところまででなくともベーシック
なところを理解できればかなり転用の効く技術なのにと
思います。そういう人に読んでもらえば光学産業の底上
げにもつながると思います。
春本　あと営業の人が異動などでいきなり光学の製品担
当になったけれど原理や仕組みがよくわからないので，
光学の本を読むけれども難しいとか，レンズについて知
りたいけれども設計者用の本だと分からないという方の
他，ただ光のことを知りたいという方にもお勧めです。
宮前　シミュレーションソフトから光学に入っていく人
もいます。けれども光学のこともよくわからないしそこ
で使われる言葉もよくわからないという人もいらっしゃ
います。
春本　私は理科の先生にも読んでもらえたらいいのかな
と思います。光学っていろいろなところで使われている
のに教える側の先生の方が苦手意識を持っているという
のがあるのではないかと思います。
宮前　高校のカリキュラムでは意外と高度な事をやって
います。この本の7章まではそういったことを少し突っ込
んだレベルです。だから中学・高校の先生が読んでいた
だいても結構参考になるのではないかと思います。それ
がどう産業で使われているのかとか，自然界の光もそう
ですが，そういう方にとってもわかりやすいと思います。
槌田　「光学のすすめ」を作っているときに渡邊彰先生
（元慶応義塾大学教授，故人）がよくおっしゃっていた
のは，学校教育課程において光の基礎教育が軽視されて
いたということです。実は私の妻も元中学校の理科教師
だったのですが，原稿をチェックしていて，「そうだっ
たの！」と気づくことがあるようで，やはりそういう意
味でもこの本は良い本なのだなと思いました。

―�光の教科書出版記念セミナーを11月16日に「光と

レーザーの科学技術フェア」の会場で開きます。

宮前　紹介はもちろんですが，ひとつ，ふたつのトピッ
クを解説しようと思っています。
春本　光学屋さんにも聴いていただきたいですが，それ
以外の方たちにもぜひ来ていただきたいです。どんな方
たちに興味を持っていただけるのか知りたいですね。◇
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■ 1.1μm帯のCWファイバーレーザー
「EYLSA」

㈱日本レーザー レーザー機器部
担当：長谷山智仁
TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
E-mail: lase@japanlaser.co.jp
http://www.japanlaser.co.jp/

■日本レーザーは，フランスQuantel社製1.1 mm帯の空冷CWファイバーレーザー「EYLSA」
の取り扱いを開始した。今回，イッテルビウムの増幅帯域の境界で発生するFM/AM（振
幅変調対周波数変調）変換現象を大幅に低減することで，1100～1118 nm範囲での単一周
波数光増幅を劇的に改善。この帯域において最大3 Wという，信頼性の優れた単一周波数
レーザーおよびアンプとなっている。オプション対応だが，バルク倍波結晶を用いた可視
光出力バージョンも提供可能。単一周波数出力は線幅<100 kHz（積算時間1 ms）で，<0.1

％（RMS，DC to1 MHz）の低強度ノイズ。ビーム品質はM2<1.3（ガウシアン近似ビーム）。

■ 高速走査型分光放射計「SSR-1700」

ケイエルブイ㈱ TEL 03-3258-1238
http://www.klv.co.jp/

■ケイエルブイは，高速走査型分光放射計「SSR-1700」の販売を開始した。高精度性と高
速性を両立したもので，研究用途に留まらず，品質管理や製造管理など様々な用途で利用
できる。主な仕様は，測定波長範囲が350～1700 nm，波長精度と波長再現性が±0.5 nm以
下，迷光が–27 dB（Broadband）／–35 dB（Narrowband），外形寸法が263×421×357 mm，
測定項目が分光放射照度測定（単位：mW/cm2/nm），解析項目が色計算（色度，色温度）／
スペクトル合致度判定／ JIS C 8912-2011／ JIS C 8933-2011／ JIS C 8942-2009／ IEC 

60904-3となっている。

■ 安全防爆センサー 
「バリヤ・センサ・システム」

竹中電子工業㈱ TEL 075-581-7143　FAX 075-581-3996
E-mail: info@takex-elec.co.jp
http://www.takex-elec.co.jp/

■竹中電子工業は，IEC国際防爆指針に整合した特別危険個所で使用できる本質安全防爆
センサー「バリア・センサ・システム」を発売した。ラインナップするのは超音波バリヤ
センサー「XUS-S3T」とデジタルファイバーセンサー「XF12R」で，このうち，XUS-S3T

は非接触で検出物体の高さや，位置の変化を連続して検出できる。XF12Rはデジタル表示
で使いやすさと高い検出能力を両立したもので，光電子センサーの取り付けが難しい狭い
場所での検出に，取り回しの良いファイバーユニットと組み合わせて使用する。販売目標
台数は1,000システム /年としている。

■ 3次元距離計測スキャナー開発が可能な
ToF方式CCDセンサー「epcシリーズ」

㈱リンクス TEL 045-979-0731　FAX 045-979-0732
E-mail: info@linx.jp

■リンクスは，スイスESPROS社製のToF（Time of Flight）方式CCDセンサーをこの11月
より販売する。カメラの光源からの光が，計測対象表面で反射してカメラに戻ってくるま
での時間を計測することで，対象物との距離を算出するToFの手法を利用したもの。
ESPROS社のセンサーは高い外乱光耐性や裏面照射による高感度化を実現しているのが特
長。このセンサーを利用することで，撮影対象の立体情報（距離情報）を画像として取得
する3次元の距離計測カメラを開発することが可能になる。解像度は1×1 px，8×8 px，
160×60 px，320×240 pxがあり，撮像テストが可能な評価キットも用意している。
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